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国語教育で必要なこと
庵 功雄

の中に「国語
（日本語）」を「外国語」として学ぶ必
要がある子どもがいるとき、教師はどんなことを

世紀の言語学の基礎を作ったソシュール

ここで、少し言語学的な話をします。

考える必要があるのでしょうか。

（

）という 人 がいます。
Ferdinand de Saussure

し い せい

ソシュールが指摘した言語に関する重要な原理に
というものがあります。
（記号）
の恣意性」
同様のことです。つまり、「国語」
の「指されるもの」 「言語
固有名詞ではありません。一方、
「日本語」
は常に

科目名としての「国語」と「日本語」
本誌の読者にとっては、日本語を扱う授業の科
を指すので、固有名詞です。
Japanese language

（指示対象）
は一意的に決まらないので、
「国語」
は
目名は「国語」
であるのは自明かもしれませんが、
なり わい

実は、そうでもありません。私は大学で留学生に

としているにもかかわらず、
科目名が「国語」
と「日

常生活では問題にならないように思われるかもし

「国語」
が固有名詞ではないなどということは日
然的関係はないというのが「言語
（記号）
の恣意性」

されるもの」（指示対象）がありますが、両者に必

言語記号
（語）
には
「指すもの」（音形）
とそれで
「指

す（２０１６年度末現在で約２３０万人）
。その
ことを考えてみると、次のようになります。

語話者が他の言語を学習するときに最低限必要な

このことを踏まえて、一般的に、ある言語の母

ということです（詳しくは庵、２０１２参照）
。

子どもが日本の小中高に入学することも普通に

両者の最大の違いは、
「国語」
は固有名詞ではな
教育の観点から考えるべきは、これらの子どもに

これは単なる国籍の問題ではありません。言語

生徒にとって、「国語」
は
「日本語」
ではないのです。

教育ではありません）
。こうした外国籍の児童・

韓国にも
「国語」
という語があり、
この場合
「国語」
とって、「日本語」
は
「外国語」
であるということです。

「誰がどこで」
使うかによって、
「指されるもの」（指
示対象）
が異なる名詞です。これはちょうど、「首相」

これをわれわれが英語を学ぶ場合に即して言う
と、次のようになります。
」という「指すもの」
まず、日本語の「犬」
が「 dog
」の「指されるもの」（指
dog

（音形）
を持つことと、「

イツ人がドイツで使えば「メルケル氏」
を指すのと

日本語習得は必ずしも容易なことではありませ

このように、
「国語」
の授業を受ける児童・生徒

いう考え方に基づくのがいいと考えています。

いては、筆者が提唱している「やさしい日本語」
と

は覚えるしかありませんが、後者については母語

示対象）を知る必要があります。このうち、前者

の知識からの類推が可能なことが多く、これを母

ん。ここでは、この点に配慮した国語教育を行う

まず取り上げるのは、外国人の子どもは最初か
ら日本人の子どもと同じように日本語を表出でき

２０１６参照）
、まず心がけていただきたいのは、
「相手の立場に立って考える」
ということです。
外国人の子どもにとって、
「国語」
は難関です。
漢字以外に、
「国語」
には「背景知識」
を必要とする
部分が多いこともその理由に挙げられます。
たとえば、
「赤飯」
が祝いごとで食べられるもの

日本人の子どもの日本語能力を高めることにもつ

だという背景知識がなかったために国語の教科書

いろいろがわかないし。たれかおしえ
て欲しい。でもみなでわたしのきもち
なんかわかないです。わたしはわかる
一年前にわたしは日本にきたの学校に
きたときにみんな怖い。学校にいきた
ぐない。こころときときする。教室の

「他（多）文化」を生かした授業のために

系を学ぶことの負担がいかに大きいかはおわかり

１０００字です。このことからも、未知の文字体

字しかありません。一方、小学校で学ぶ漢字は約

していただきたいと思いますが、こうした「わか

ついては庵
（２０１６、２０５ ―２０６頁）を参照

の中国籍の女の子」の作文です。この中の誤用に

これは「来日２年になろうとする中学校１年生

います。

とが授業を活性化するようになることを祈って

「他
（多）文化」を背景にもつ児童・生徒がいるこ

る国語教育における留意点を述べてきました。

以上、
「日本語」を「国語」としない子どもがい

ながると言えます（庵、２０１６、第６章参照）
。

手の立場に立って考え」て表現するという活動は

になると思われます。さらに、こうした形で「相

でも、外国人の子どもにとってわかりやすい授業

す。国語の教科書をこうした観点から見直すだけ

の文章が理解できなかったといった事例がありま

中に。みなてなんかいわれた。わたし
はいろいろかわかりません。たれかた
すけて。
（清水、２００６より）

るわけではないという点です。

紙幅の関係で詳細は省きますが（詳しくは庵、

語の転移と言います。一方、文法的知識というの
があるといったことです。これに文字による表記
（字形）
が加わります。ここで、英語のようなアル
ファベット表記の言語の場合は負担はそれほど大
きくありませんが、日本語
（および中国語）
の場合
は、漢字の負担があります。
大部分の外国人は非漢字圏であり、そうした人
たちにとって、
日本語習得の最大の壁は漢字です。
ここで、日本人の子どもと外国人の子どもにとっ
ての漢字学習の負担の違いを考えてみましょう。
日本人の子どもの場合、小学校から漢字を習い
始めるとしても、それまでに、「音形」
と「指示対象」
は既に知っているのが普通です。たとえば、「学校」
という音形とその指示対象は知っていて、その表
一方、
外国人の子どもの場合はどうでしょうか。

記だけを学べばいいわけです。
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「国語」は固有名詞ではない

のテーマの１つはこの点にあります。

を対象
このように、同じく Japanese language

20
指すもの

10
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言葉クイズ2の答え

犬（日本語）
dog（英語）
chien（フランス語）
……

を覚えるところから始めなければならないのです。
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次の読みを答えなさい。「亜米利加」
「英吉利」
「仏蘭西」
「独逸」
「諾威」➡答えは12ページ
言葉クイズ3
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